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オンリー北北海道ラボプロジェクトについて

	 

北北海道独⾃自の⽂文化や⾷食べ物などを調査する。
↓

北北海道をより楽しんでもらうための
Webサイトの開発を⽬目指すプロジェクト。



役割
⻫斉藤成美 ⻑⾧長尾恵美

調査 ◎

データベース構築 ◎

取材 ◎

Webサイトデザイン ○ ◎

Webサイト構築 ◎ ◎



本研究での取材範囲
	  

　範囲 　 　→ 　 　札幌周辺中⼼心
 　項⽬目 　 　→ 　 　重要⽂文化財中⼼心

理理由
1.  札幌は県庁所在地であり興味を持ち易易い。
2.  ⽂文化財は歴史を知ることで学習ができる。



背景
北北海道の魅⼒力力を伝える

Webサイト
多い

例例：観光サイト・グルメサイト

北北海道独⾃自の
⽂文化・⾷食べ物など
多い

例例：いか飯・⼤大根抜き

北北海道の独⾃自性に特化したWebサイトは
少ない。

	 

しかし	 



既存サイト：北北海道ファンマガジン

出典：北北海道ファンマガジン 　
http://pucchi.net/



背景

	  
ルーツを辿ることが出来るWebサイトがあれば、
北北海道をより楽しみ、学んでもらうことが出来る。



⽬目的

北北海道をより楽しみ学んでもらうことが
出来るWebサイトの開発

Webサイトの開発とそれに伴うデザイン
の研究

プロジェクト

本研究



サイトデザインについて
・⻫斉藤成美さんからいただいたWebサイトの
イメージをもとにデザインを⾏行行う。

⻫斉藤さんデザイン ⻑⾧長尾デザイン



取材について
• 以下の重要⽂文化財に⾜足を運び、写真撮影を
⾏行行いました。

	  
	  
旧札幌農学校演武場
（時計台）

⼋八窓庵
（旧舎那院忘筌）   豊平館  

北北海道⼤大学農学部
植物園・博物館

北北海道⼤大学
バチェラー記念念館  

北北海道⼤大学附属
植物園庁舎

北北海道⼤大学農学部
第⼆二農場  

北北海道⼤大学旧札幌農学
校昆⾍虫及養蚕学教室  

北北海道⼤大学旧札幌農学
校図書館読書室・書庫

北北海道⼤大学
古河記念念講堂

北北海道庁旧本庁舎
（⾚赤レンガ庁舎）   円⼭山原始林林  

⽇日本基督教団札幌教会
（旧札幌美以教会堂）  

北北海道知事公館
（旧三井クラブ）  

札幌資料料館
（旧札幌控訴院）  



写真に関する研究
• 撮影をした写真はAdobe  Photoshopで加⼯工をした。

	  
	  
	  
	  
	  

	  	  
	  

	  未編集の画像                                 画像処理理を施した画像



デモ
Webサイトを公開します。

開発環境 HTML5
CSS3

使⽤用技術 jQuery

使⽤用ソフト
Crescent  Eve
Adobe  Illustrator
Adobe  Photoshop



デザインに関するアンケート調査

⽇日程 2015年年1⽉月23⽇日~∼2015年年１⽉月26⽇日

回答数 10

調査⽅方法
サイトを⾒見見てもらい、
デザイン⾯面を中⼼心に５段階評価の
アンケートに答えてもらう。



主なアンケート内容	 

• 北北海道のイメージにあった配⾊色であるか。
• ⽂文字の⾒見見やすさ。
• レイアウトは適切切か。
• 操作のしやすさ。
• このサイトをまた使いたいか。

• 改善した⽅方がいい点
• その他、⾃自由に思ったこと



アンケート結果
• 北北海道のイメージにあった配⾊色であるか。

合っている
10⼈人中6⼈人

概ね
合っている
10⼈人中3⼈人

普通
10⼈人中1⼈人



アンケート結果２

レイアウトは適切切か。

適切切
10⼈人中3⼈人

概ね適切切
10⼈人中3⼈人

普通
10⼈人中2⼈人

あまり
適切切でない
10⼈人中2⼈人 しやすい

10⼈人中3⼈人

概ねしやすい
10⼈人中3⼈人

普通
10⼈人中2⼈人

あまり
しやすくない
10⼈人中2⼈人

操作のしやすさ。



アンケート結果３	 

• 改善した⽅方がいい点
・⽂文字が多く⼀一⽬目で分かるものが少ない
・ページは⾒見見やすいが、何のサイトか分からない。
・年年齢層に合わせて⽂文字を拡⼤大出来たらいい。

• その他気になったこと
・細かいカテゴライズがあるといいかも。
 　道央・道南など地⽅方で分けたらいいかも。



まとめ
• 北北海道の配⾊色については合っているという
意⾒見見が多かった。
 　→概ね合っていると合わせて10⼈人中9⼈人

• レイアウトや操作のしやすさについても
合っているという意⾒見見が半数であった。
 　→概ね合っていると合わせて10⼈人中6⼈人

↓
概ね本サイトに相応しいデザインが出来ていると

いえる。



まとめ２
• 年年齢層に合わせて⽂文字を拡⼤大出来たらいい。
• 細かいカテゴライズがあるといい。
• 道央・道南など地⽅方で分けられるといい。

↓

機能⾯面を重点的に改善するべきである。



今後の予定と課題

•  取材場所や取材項⽬目を増やす。
→ 　サイトの充実化を図る。

•  後輩へプロジェクトの引き継ぎも
      視野に⼊入れて活動する。



参考資料料
札幌市の公式観光サイト,  ようこそSAPPORO,札幌市観光⽂文化局観光コンベンション部観光
企画課
http://www.welcome.city.sapporo.jp, 　参照  Dec.18.2014
  
北北海道ファンマガジン
http://pucchi.net,  参照  Dec.18.2014
  
札幌市時計台指定管理理者：旧札幌農学校演武場  時計台パンフレット
  
⼋八窓庵パンフレット
  
北北海道総務部総務課：⾚赤れんが庁舎パンフレット
  
札幌市旅館パンフレット
  
rondell
http://projects.sebastianhelzle.net/jquery.rondell/,  参照  Dec.18.2014
  
jQuery  ⽇日本語リファレンス
http://semooh.jp/jquery/,  参照  Dec.18.2014
  
blueberry
http://marktyrrell.com/labs/blueberry/,  参照  Dec.18.2014
	 


